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センター／０～５歳児対象／同園（緯５９２－
２３４５）
★パンジーダンスパーティー
１２月２６日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★ビートルズサークルＪＯＨＮ
１２月２６日㈯１８：３０から／万願寺交流センター
／ビートルズを聞き、歌う／指導あ

り／６人／
小池（緯０８０－５００５－４４９４※平日１８：００以降）
へ申し込み
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
１２月２７日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ／日野おはなしの会（田島
緯５８３－０８９６）
★フリーマーケット出店者募集
１月１０日㈰９：００～１６：００、２月１４日㈰９：００
～１５：００※雨天中止／高幡不動尊境内／２,０００
円／リサイクル運動友の会（緯０９０－３２２２－
５０６０）
 

★オカリナ・フルート・ケーナクリスマスコ
ンサート
１２月１９日㈯１３：４０から／平山 季  重 ふれあい館

すえ しげ

／３０人／大森（緯０８０－３１５１－４４６３）
★幼な子と聴くたて琴とわらべうたコンサー
ト～おとの森
１２月２５日㈮①１０：３０～１１：２５②１３：４５～１４：４０／
仲田の森蚕糸公園※雨天の場合は市民の森ふ
れあいホール／子どもへのまなざし（緯０５０－
３７２１－１９７３※月曜～木曜日１３：００～１７：００）
 

★ゴルフ入門講座
１月４日～２月６日の月曜・火曜・土曜日１０：
００～１１：３０※週１回５講座／旭が丘ゴルフク
ラブ／成人対象／各クラス１０人／１３,０００円※
無料貸し出しクラブあ

り／平山（緯０９０－２４１４－
６６０４）へ申し込み
★日野市グラウンド・ゴルフ大会
１月１３日㈬８：３０～１４：００※予備日１月２０日㈬
／浅川スポーツ公園／１,０００円／１２月２０日㈰
までに木藤（緯５８３－５３０４）へ
★日野市軟式野球連盟から
葛春季大会連盟登録受付…２月６日㈯・７日
㈰９：００～１５：００／多摩川グラウンド管理棟葛
主将会議…２月２０日㈯１８：３０から／ひの煉瓦
ホール（市民会館）葛審判員募集…男女年齢
不問※チームに所属の方も歓迎／いずれも同
連盟（関川緯０８０－２０３８－３４９３）
 

★オカリナサークル～楽笛
毎月第２・第４火曜日１３：００～１４：３０／中央公

美術・音美術・音楽楽

スポースポーツツ

会員募会員募集集
先着順で掲載します。２度目以降の掲載は
前回掲載日の３カ月後から受け付けます。

民館な
ど／多少経験のある方対象／入会金

１,０００円、月３,０００円※指導あ
り／大森（緯０８０－

３１５１－４４６３）
★水彩しらべ
毎月第２・第４木曜日１０：００～１２：００／平山 季 

すえ

 重 ふれあい館な
ど／はがき、うちわなどに水彩

しげ

で花を描く／初心者対象／１５人／２,０００円※
指導あ

り／柴田（緯０８０－８４７６－５８８３）
★リズム気功サークル
毎週火曜日１０：００から…湯沢福祉センター、
木曜日１３：３０から…生活・保健センター、金曜
日１０：００から…平山 季  重 ふれあい館／中・高年

すえ しげ

対象／月３,０００円／南雲（緯５９１－７２６３）
★リズム体操サークル
毎週月曜日１４：００から／平山 季  重 ふれあい館 

すえ しげ

な
ど／体を緩め、簡単なダンス／渡辺（緯０９０－
２２３６－１９１６）
★ひのどんぐりクラブ（日野市環境学習サポ
ートクラブ）
毎月第３水曜日１８：３０から／かわせみ館（日野
市環境情報センター）／小学校への出前授業、
体験学習の付き添いなどの手伝い／同館（杉
浦緯５８１－１１６４）
★社交ダンス～さくら会
毎週水曜日１３：００～１５：００／生活・保健センタ
ーな

ど／若干経験のある人対象／入会金１,０００
円、月２,５００円※指導あ

り／小幡（緯５８４－９６６１）
★小学生・中学生、放課後一緒に勉強しませ
んか！
毎週月曜・水曜・金曜日１６：００～１９：００／カジ
ュアルハイツ（南平）／小学生…週１回２,０００
円、中学生…週１回２,５００円※個別指導／下田
（緯５９４－２２８１）
★カンツォーネサークルいっち
毎月第２・第４金曜日１３：００～１５：００／東部会
館な

ど／体操、発声練習、歌唱レッスン／１５人
／入会金１,０００円、月４,０００円※指導あ

り／ 栁  田 
やなぎ だ

（緯０９０－２２５１－３８９３）
★少林寺拳法日野南平スポーツ少年団～心と
からだの鍛錬
毎週水曜・金曜日１９：００～２０：００※祝日の翌日
を除く／南平体育館な

ど／小学生と保護者対象
／月２,０００円※見学自由／中安（緯０８０－５１７２
－２０１７）
★民謡津山会（唄、三味線）～日本各地の民
謡を唄ったり三味線で弾いたりしませんか
毎月第１・第２・第４土曜日９：００～１２：００、
第２・第４木曜日１３：００～１６：００／中央福祉セ
ンターな

ど／月２回３,０００円、月３回４,０００円※三
味線稽古は別途４,０００円／長澤（緯５８４－６６３７）
★日野混声合唱団
毎週火曜日１９：１５から／ひの社会教育センタ
ー（多摩平）／指導あ

り／月４,０００円※高校生
１,０００円、学生２,０００円／大内（緯０９０－５５１５－
６７９１）
★エアロビクス＆ストレッチサークル
毎週水曜日１３：００～１４：００／富士電機体育館
（富士町）など／初中級向きエアロビクスとス
トレッチ／月２,８００円※指導あ

り／磯崎（緯０９０
－３２４１－９９９９）

★書道サークル
毎月第１～第３土曜日１９：００～２１：００／中央公
民館高幡台分室な

ど／漢字・かな・細字・硬筆
／１０人／月３,２００円※指導あ

り／鈴木（緯０９０－
４９１８－２３９４）
★高幡俳句会
毎月第１金曜日１３：００から／高幡図書館な

ど／
初心者大歓迎／月１,０００円※丁寧な指導あ

り／
上原（緯５８１－３４５４）
★アクアビクスサークル～クリオネ
毎週水曜日１０：００～１２：００／東部会館な

ど／水中
での健康体操／女性対象／費用など詳細は問
い合わせを／増嶋（緯０９０－７７１３－８６４１）
★日野手品サークル
毎月第２・第４火曜日１９：００～２１：００／多摩平
の森ふれあい館な

ど／初心者歓迎／入会金
１,０００円、月１,５００円※指導あ

り／大塚（緯０９０－
３０９３－４９６１）
★いけばな、フラワーアレンジ～カトレア
毎月第２・第４木曜日１０：００～１２：００／ひの社
会教育センター（多摩平）など／１回１,６００円、花
材費別途（いけばな１,１００円、フラワーアレン
ジ１,６００円）／内田（緯５８３－６０８５）
★バドミントン～エースクラブ
毎週火曜日９：００～１２：００／南平体育館な

ど／市
内在住・在勤者対象／入会金１,０００円、月１,５００
円／本多（緯５９２－０３２０※１８：００以降）
★社交ダンス・かしの木７期会
毎週水曜日１０：００～１１：３０／富士電機体育館
（富士町）／多少の経験者対象／見学歓迎／
月２,５００円／鈴木（緯０９０－７２５５－７０８８）
★童謡・唱歌（新作も）を歌う会
月２回土曜日１３：３０～１５：３０※変更の場合あ

り／
多摩平の森ふれあい館な

ど／１０人程度／月８００
円※指導あ

り／村田（緯０８０－３４９２－４０８０）
★クラシックギターを楽しむ会
毎月第４木曜日１３：３０～１６：３０／中央公民館高
幡台分室な

ど／クラシック、演歌、童謡／指導
あ
り／初心者歓迎／中村（緯５９２－５９７５）
★バドミントンクラブスマッシュ
①金曜日…毎週金曜日午後／市内体育館な

ど／
初心者、初級者対象／１回２００円②土曜日…
毎週土曜日夜間、月１回日曜日午前中／市
内・八王子市体育館な

ど／初級～上級者対象／
１回６００円／いずれも指導あ

り／藤井（緯０５０－
３５５４－７５４２）
★サークルＳ＆Ｓ～イギリス人講師による英
会話（中高年向け）
月２回日曜日１０：３０～１２：００／中央図書館な

ど／
入会金２,５００円、月５,０００円／内山（緯５８５－
１６８１）
★ブラボー金曜会～社交ダンス
月４回金曜日１０：３０～１２：３０／松永ダンス教室
（豊田駅北口）／プロ教師のレッスンと会員
同士の自主練習あ

り／男性対象／月３,０００円／
伊藤（緯５８４－３８２１）
★初心者の太極拳サークル～藤之会
毎週火曜日１３：３０から／七生福祉センターな

ど

／２４式太極拳な
ど／初心者対象／３人／月

３,０００円※指導あ
り／仲町（緯５９３－０８５７）

み
ん
な
の
メ
モ
帳
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★ミセス体操
１２月１６日㈬…万願荘地区センター、１７日㈭・
２４日㈭…勤労・青年会館、２１日㈪…落川都営
住宅地区センター／１０：００から葛楽しく体を
動かしたいママのためのママ体操…１２月１８日
㈮９：４０から／新井地区センター葛親子で一
緒に楽しく動こう！…１２月１８日㈮１１：００から
／新井地区センター／未就園児と保護者対象
／いずれも倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）へ申し
込み
★むさしの美術研究所～人物（裸婦・着衣）
モデルを自由に描いてみませんか
１２月１６日から毎週月曜・水曜日１３：３０～１６：００
／シンデレラビル（多摩平）／１回２,０００円／
照沼（緯５８１－１６５５）へ申し込み
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科
１２月１９日㈯１０：３０～１７：００／曙第一ビル（立川
駅北口）／高齢者歓迎／２,２００円／尾崎（緯０９０
－５９９９－１０３３）へ申し込み
★日野精神障害者家族会・交流会～情報交換、
悩み相談などなんでも
１２月１９日㈯１３：３０～１６：００／福祉支援センター
／同会（片岡緯０８０－１２３８－５９６０）
★女性と子どもの健康と起業後援会～冬至フ
ェス
１２月２０日㈰①１１：００～１３：００…小児ケア体験と
火を使わない冬至お灸体験②１４：００～１５：３０…
子どもペープサート劇「冬至のお祭り」③１１：
００～１６：３０…いろいろ出店ブース／PlanT（多
摩平の森産業連携センター）／３００～５００円※
ブースにより参加費あ

り／るんびに（佐伯緯０９０
－１１０３－０６０１）
★不登校を考える親と子の会
１２月２０日㈰１３：３０～１６：３０／市民の森ふれあい
ホール／相談、交流、情報交換な

ど／大森（緯
０９０－３５３０－４１２２）
★日野生活と健康を守る会から
葛暮らしの何でも相談、共同墓地、遺言・相
続、福祉・教育、労働相談など（要申込）…
１２月２２日㈫・２９日㈫１３：００から葛ゆったりハウ
ス～お茶を飲んで懇談して歌い仲間をつくる
…１２月１９日㈯１０：００～１６：００／１００円／いずれ
もゆのした市民交流センター（日野本町）／

ごあんなごあんないい
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大木（緯０８０－８７２２－２２９６）
★講演会～憲法と資本主義の現在
１２月２５日㈮１３：００～１５：００／生活・保健センタ
ー／講師・杉原泰雄氏（一橋大学名誉教授）
／資本論を読む会（北村緯０９０－９９５３－２４５８）
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フリ
ースペースＴＯＭＯへどうぞ・望年会
１２月２７日㈰１２：３０～１５：００／多摩平１丁目地区
センター／３００円※家族５００円／１００円相当の
プレゼント持参／ボランティアグループこす
もす（緯５８９－４３９９）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会（要申込）
１２月２７日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
葛同電話無料相談…１２月１６日㈬～２６日㈯１３：
００～２０：００／いずれも行政書士・望月（緯０７０
－５４６７－２７５７）
★新春の長沼公園を歩こう
１月９日㈯９：３０京王線長沼駅前集合※小雨
実施／２０人／５０円／申込方法など詳細は問い
合わせを／１２月２１日㈪までに都立桜ヶ丘公園
（緯０４２－３７５－１２４０）へ
★ケア・センターやわらぎ～介護職員初任者
研修（通学）受講生募集
１月１１日㈷～３月１９日㈯のうち２０日間／同セ
ンター（立川市）／２４人／５６,９９５円／詳細は
問い合わせを／１月４日㈪１２：００までに同セ
ンター（井上緯０４２－５２３－３５５２）へ
★無料体験講座～音楽工房くら
１月１７日㈰・３１日㈰１３：００～１６：００／勤労・青
年会館／練習曲・戴冠式ミサ曲、筑後川／宇
賀神（緯０９０－６０３８－２７０８）へ申し込み
★放送大学平成２８年度４月入学生募集
申込方法など詳細は問い合わせを／３月２０日
㈰までに同大学東京多摩学習センター（緯０４２
－３４９－３４６７）へ
★ガイドヘルパー募集
ヘルパー２級資格取得者対象／ヘルパーステ
ーションみずぐるま（豊田）／詳細は問い合
わせを／同施設（緯５８１－７９４７）
★ヘルパー募集
週１日から勤務可／６５歳以下対象※無資格可
／詳細は問い合わせを／日野たすけあいワー
カーズＢｅすけっと（緯５８５－３９３９）
★ひの社会教育センターから
葛介護予防実践運動指導員養成講座２月開講
…１２月１５日㈫から受付葛鉄ぼう・とび箱教室
…１２月２５日㈮～２９日㈫／小学１～４年生対象
葛イングリッシュウインタースクール英語で
過ごす３日間…１２月２９日㈫～３１日㈭／小学３
～６年生対象／いずれも詳細は問い合わせま
たは同センター 参照／同センター（緯５８２－
３１３６）
 

★英語おしゃべりクラブから
葛自由おしゃべり会…１２月１６日㈬・１９日㈯・
２５日㈮１０：００～１２：００／１,５００円※会場費別途

　
HP

講習・学習講習・学習会会

葛英語を楽しく学ぶ体験会…１月７日㈭１９：
００～２１：００／１０人／１,０００円／１月５日㈫まで
に申し込み／いずれも生活・保健センターな

ど

／同クラブ（緯５８２－８６９１）
★健康太極拳高幡会
１２月１７日㈭、１月７日㈭１３：３０～１５：００／七生
福祉センター／気功八段錦と太極拳葛多摩 鞭 

ベン

 杆 の会…１月７日㈭１６：００～１７：３０／東京至誠
ガン

館道場（程久保）／棒を持って行う太極拳／
初心者歓迎／棒の無料貸し出しあ

り／いずれも
西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★簡単アロマクラフト講座・アロマのお風呂
で温まろう～アロマバスボム作り
１２月１７日㈭１０：３０～１１：３０／ラスパパス（高幡）
／１０人／１,５００円（材料費な

ど）／平本（緯０９０
－９００２－９９７６）へ申し込み
★災害医療センター～市民公開講座「肺がん
の予防と治療～もしも肺がんと診断された
ら」
１２月１９日㈯１０：３０～１２：３０／同センター（立川
市）／先着１００人／１２月１８日㈮までに同センタ
ー地域医療連携室（緯０４２－５２６－５５１１）へ
★お好きな香りをブレンドしてアロマハンド
クリーム、消臭剤手作り体験
１２月２２日㈫１０：００～１１：３０／多摩五スペース
（多摩平）／１,０００円／ 来  住  野 （緯０９０－７２００

き し の

－５７２７）へ申し込み
★植物と暮らす～シナモンが香るオレンジの
ポマンダー作り
１月５日㈫１０：００から／豊田南地区センター
／５００円／横田（緯０９０－５７６６－５２３４）へ申し
込み
★育自（いくじ）のための小さな魔法
１月２１日㈭１３：００～１５：００／かなざわ助産院
（多摩平）／少人数で対話しながら自分を知る
ワーク／子育て中の母親対象／１２人／２,０００
円／渡邉（緯０５０－７１２２－４４０６）へ申し込み
 

★懐かしい歌・歌おう会
１２月１８日㈮１０：３０～１１：５０／特別養護老人ホー
ムマザアス日野（万願寺）／６５歳以上対象／
５００円／音楽療法士・小原（緯５９３－０５７３）
★唄の会
１２月２０日㈰・２７日㈰１３：３０から／七生福祉セン
ター／千の風になって、みちづれ、星影のワ
ルツ／金子（緯５９２－３８６２）
★さんぽっぽひろば遊び場開放
①１２月２１日㈪②２４日㈭１０：００～１２：００／同ひろ
ば（三中隣）／①お兄ちゃん先生と遊ぼう②
チームまじょさんによる朗読劇※１０：３０から
／幼児対象※保護者同伴／日野どんぐりの丘
幼児教室（緯５９２－４７６１）
★日野四季の会ダンスパーティー
１２月２３日㈷１３：００から／新町交流センター／
３０人／５００円／川畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
★栄光平山台保育園～クリスマス会
１２月２５日㈮１０：００から／平山台健康・市民支援

もよおもよおしし


